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1-A-01　耐糖能とアディポネクチン濃度に関する研究
グランドタワーメディカルコート
○藤川　るみ，坪井　敦子，伊藤　千賀子

1-A-02　SGLT2阻害薬投与中止後の臨床経過の検討
高知記念病院　糖尿病内科
○久川　奈緒子，池田　幸雄

1-A-03　当院におけるスーグラ錠（イプラグリフロジン）の使用経験
高陽ニュータウン病院　薬剤科
○新宅　克也，山村　麻里，立石　博信，高橋　祥一，八田　信朗

1-A-04　インスリン療法中の肥満2型糖尿病例へのSGLT2阻害薬の併用効果の検討
岡山済生会総合病院　糖尿病センター
○北村　卓也，菅原　亮祐，前田　秀紀，松本　美保，庄島　蘇音，武田　昌也，
　浦上　経子，渡辺　恭子，中塔　辰明

1-A-05　イプラグリフロジンとインスリンを併用し血糖値をCGMSで評価した2型糖尿病の一例
香川大学医学部附属病院　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座
○澤渡　友紀，米崎　加津子，菊池　史，井町　仁美，小林　俊博，井端　智裕，
　福長　健作，吉本　卓生，村尾　孝児

1-A-06　小児期発症2型糖尿病5症例の予後
富長内科眼科クリニック
○富長　将人

1-A-07　1時間血糖値180 mg/dl以上の正常型で、血中レジスチンはインスリン抵抗性と強く関連する
愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内科学1，愛媛大学大学院医学系研究科　地域
健康システム看護学2，愛媛大学医学部附属病院　検査部3，順天堂大学大学院医学研
究科　公衆衛生学4
○土居　美沙季1，川村　良一1，斉藤　功2，高田　康徳1，佐野　まどか3，源本　真由1，
　松下　由美1，能美　幸信1，吉永　佳代1，岡本　愛3，西宮　達也3，大沼　裕1，
　谷川　武4，大澤　春彦1

一  般  演  題

第１日目　10月30日（金）　A会場（1F　多目的ホール） 

2型糖尿病
9：30 ～ 10：19  座長：川崎医科大学附属川崎病院　内科　川﨑　史子
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1-A-08　SGLT2阻害薬ダパグリフロジンの臨床的効果の検討
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学
○畑中　崇志，小川　大輔，橘　洋美，寺見　直人，西井　尚子，和田　淳

1-A-09　てこずり糖尿病に対するSGLT2阻害剤の効果　
富長内科眼科クリニック
○富長　将人

1-A-10　SGLT2阻害剤投与で行動変容を伴い、著明な改善を見たてこずり糖尿病の1例
富長内科眼科クリニック
○富長　将人

1-A-11　SGLT-2選択的阻害剤は半減期が長くても夜間頻尿が必ずしも多くない
岡山済生会総合病院 糖尿病センター
○庄島　蘇音，松本　美帆，前田　英紀，浦上　経子，武田　昌也，北村　卓也，
　渡辺　恭子，中塔　辰明

1-A-12　当科で遭遇したSGLT2阻害薬不適切使用4症例
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科
○佐藤　利昭，垣羽　寿昭，永澤　篤司，山本　公美

1-A-13　高用量メトホルミン使用患者の実態
鳥取県立中央病院　薬剤部1，鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科2，鳥取
県立中央病院　医療技術局長3，鳥取県立中央病院　顧問4
○前田　めぐみ1，浅井　剛1，上野　友子1，吉村　卓子1，村尾　和良2，楢﨑　晃史2，
　吉田　泰之3，武田　倬4

治療（経口薬）1
10：19 ～ 11：01  座長：江草玄士クリニック　江草　玄士

治療（経口薬）2
11：01 ～ 11：43  座長：高知記念病院　糖尿病内科　池田　幸雄

1-A-14　ダパグリフロジン、シタグリプチン投与7 ヶ月後に水疱性類天疱瘡を発症した1例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　糖尿病・代謝内科
○肥田　和之，須藤　梨沙，渡邉　聡子，岡田　早未，太田　徹，梶谷　展生，
　寺見　隆宏，伊勢田　泉

1-A-15　インスリン+ビルダグリプチン併用療法におけるリラグルチドへの切替え効果
松山市民病院　内科
○甲田　拓之，新谷　哲司，塩見　亮人，三津田　容子，仙波　英徳，
　神崎　さやか，坂尾　ひとみ，眞鍋　健一，藤堂　裕彦，古川　慎哉

1-A-16　SGLT2阻害薬は糖毒性解除に有効
かわの内科胃腸科
○河野　政典

1-A-17　コントロール不良肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬イプラグリフロジン有効例の検討
社会医療法人川島会川島病院　糖尿病内科1，同　内科2
○小松　まち子1，宮　恵子2，野間　喜彦1，島　健二1
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1-A-18　当院におけるSGLT2選択的阻害薬ダパグリフロジンの使用経験
岡山済生会総合病院
○前田　英紀，松本　美帆，庄島　蘇音，浦上　経子，武田　昌也，北村　卓也，
　渡辺　恭子，中塔　辰明

1-A-19　肝硬変合併の糖尿病に対しイプラグリフロジンを使用した2症例
香川大学医学部附属病院　内分泌代謝内科
○米崎　加津子，吉本　卓生，井町　仁美，澤渡　友紀，小林　俊博，井端　智裕，
　福長　健作，菊池　史，西内　崇将，村尾　孝児
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療養指導2
10：12 ～ 10：54 座長：特定医療法人社団啓卯会　村上記念病院　内科　山辺　瑞穂

1-B-01　SMBGのカラー記録を用いた血糖自己管理の指導の有用性
野島内科医院
○野島　秀樹，湯川　博美，野島　達也

1-B-02　生活保護受給中の糖尿病患者の療養状況
鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科1，鳥取県立中央病院　総合診療科2，
鳥取県立中央病院　顧問3
○楢崎　晃史1，村尾　和良1，吉田　泰之2，岡本　勝2，武田　倬3

1-B-03　SAP外来導入における看護師のかかわり
市立三次中央病院　看護部1，市立三次中央病院　栄養科2，市立三次中央病院　診療
部3
○加井妻　恵美1，重中　奈緒子1，小滝　ゆかり1，福原　真理1，荒砂　慶子2，
　馬場　隆太3，毛利　慧3，杉廣　貴史3

1-B-04　1型糖尿病を発症した患児2名の関わりの振り返り～内科外来看護師の関わり～
医療法人住友別子病院　看護部1，医療法人住友別子病院　薬剤科2，医療法人住友別
子病院　栄養管理科3，医療法人住友別子病院　医師4
○金子　由紀1，秋月　妙子1，谷崎　文彦2，十河　美保子3，竹本　幸司4

1-B-05　退院支援に苦慮した高齢発症1型糖尿病の症例
市立三次中央病院 看護部1，市立三次中央病院 栄養科2，市立三次中央病院 医師3
○根間　明子1，西田　賀恵1，荒砂　慶子2，毛利　慧3，杉廣　貴史3

1-B-06　糖尿病や糖尿病療養に対する患者の言葉の分析～糖尿病教室前後での変化に着目して～
鳥取県立中央病院　看護局1，鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科2，鳥取
県立中央病院　顧問3
○竹内　加代子1，坂西　紀子1，村山　裕香1，楢崎　晃史2，村尾　和良2，武田　倬3

1-B-07　チームで療養支援を行うことにより、健診から診療につなげ継続した行動変容ができた事例
医療法人　社団　創健会　松江記念病院　療養指導課1，医療法人　社団　創健会　
松江記念病院　内科2
○上村　尚子1，田中　美紗子1，菖蒲　宏子1，米原　久惠1，内藤　潤美2，
　中島　佑佳子2

1-B-08　高血糖高浸透圧性昏睡から横紋筋融解症を発症し維持透析が必要になった一例
鳥取県立厚生病院　内科1，鳥取県立厚生病院　消化器内科2，鳥取県立厚生病院　精
神科3，鳥取大学医学部附属病院　内分泌代謝内科4
○村脇　あゆみ1，佐藤　徹1，矢野　民雄1，前　ゆかり2，木下　英人2，林　暁洋2，
　永原　天和2，野口　直哉2，植田　俊幸3，秋藤　洋一1，角　啓祐4

第１日目　10月30日（金）　Ｂ会場（2F　国際会議室 ） 

療養指導1
9：30 ～ 10：12  座長：愛媛大学　中村　慶子
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1-B-09　足測定 （3DOシステム） によるフットウエア使用の取り組み―胼胝ケアの一例―（第2報）
医療法人慈誠会山根病院　看護部1，医療法人慈誠会山根病院　理学療法科2，医療法
人慈誠会山根病院　外科3，株式会社アステム4，医療法人慈誠会山根病院　内科5
○山根　晴香1，岡　千恵美1，河上　泉1，田中　亜由美2，中谷　豊子1，山根　毅3，
　岡橋　伸浩4，山根　雄幸5

1-B-10　「早食い」是正の試み　～ 一口めだけ100回咀嚼の効果について ～
医療法人社団宮井内科医院
○吉本　弘美，吉本　優子，新見　道夫，宮井　陽一郎

1-B-11　「中食」の上手な食べ方、残し方の実習を行って
安来市立病院1，安来糖尿病療養指導士会2
○実重　淑美1, 2，岡　香代子1, 2，乗本　道子1, 2

1-B-12　急性膵炎4回再発後チームアプローチにより再発を抑えられた肥満2型糖尿病の大学生の一例
松江赤十字病院栄養課1，松江赤十字病院医療社会事業部2，松江赤十字病院看護部3，
松江赤十字病院糖尿病・内分泌内科4
○安原　みずほ1，障子　彩菜1，赤名　奈緒子1，今岡　麻奈美1，長谷　教代1，
　乙社　あかり1，引野　義之1，奥　公明2，伊達山　美保3，垣羽　寿昭4，佐藤　利昭4

食事療法1
10：54 ～ 11：43  座長：安田女子大学　家政学部　管理栄養科　村上　文代

1-B-13　糖尿病患者と子宮体がん発生要因について
鳥取大学医学部附属病院　栄養管理部1，鳥取大学医学部病態情報内科学講座2，鳥取
大学医学部地域医療学講座3
○遠藤　直子1，成瀬　隆弘1，大倉　毅2，加藤　雅彦2，谷口　晋一3，山本　一博2

1-B-14　外来糖尿病患者における栄養指導の効果とその成否に影響を与える因子の検討
国立病院機構東広島医療センター栄養管理室1，国立病院機構東広島医療センター内
分泌・糖尿病内科2，神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門3，国立病院機構岩国医療
センター栄養管理室4
○普家　由香理1，小田　賀明2，筒井　輪央3，岡本　理恵4，永井　美保1

1-B-15　2型糖尿病(T2DM)における大腸癌発症に関与する食事性因子の検討
石橋クリニック
○本橋　綾，小坂　愛子，植武　春美，石橋　不可止

1-B-16　食事エネルギー密度は日本人2型糖尿病患者の肥満と関連する
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野1，徳島大学糖尿病臨床・研究開発セ
ンター 2，徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床食管理学分野3
○荒木　迪子1，森　博康2，奥村　仙示3，多々納　浩3，田蒔　基行2，黒田　暁生2，
　阪上　浩1, 2，松久　宗英2

1-B-17　主食変更が糖尿病教室参加患者に与える影響について
鳥取県立中央病院　栄養管理室1，鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科2，
鳥取県立中央病院　顧問3
○大谷　典子1，田中　絢奈1，古田　真理子1，岸本　和恵1，岡本　英津子1，
　横野　惠美子1，田中　敬子1，村尾　和良2，楢崎　晃史2，武田　倬3
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1-B-18　当院における糖尿病透析予防指導の効果について
高知医療センター栄養局1，高知医療センター看護局2，高知医療センター糖尿病・内
分泌内科3
○吉松　香絵1，小谷　小枝1, 2，佐賀　啓子1，十萬　敬子1，森本　智代1，渡邊　慶子1，
　有藤　美佐恵2，宗石　育子2，菅野　尚3

1-B-19　頻回注射法（MDI）からCSIIに切り替えカーボウィザードを用いて栄養管理し得た2症例
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院　栄養管理室1，特定医療法人社団啓卯会村上
記念病院　内科2
○川上　志帆1，前濱　梨絵1，木下　麻依1，三玉　康幸2，廣澤　裕代2，山辺　瑞穂2

療養指導3
15：20 ～ 16：02  座長：石橋クリニック　植武　春美

療養指導4
16：02 ～ 16：44  座長：島根大学医学部附属病院　石川　万里子

1-B-20　摂食障害を伴った糖尿病患者に食事カメラを導入し血糖・体重管理に有効であった1例
香川大学医学部附属病院　臨床栄養部1，香川大学医学部附属病院　看護部2，香川大
学医学部附属病院　内分泌代謝内科3，香川大学医学部附属病院　糖尿病センター 4，
株式会社　KDDI研究所　健康・医療ICTグループ5
○久米川　知希1, 4，大嶋　球乃1, 4，上田　真喜2, 4，平井　明美2, 4，阿部　幹雄5，
　橋本　真幸5，井町　仁美3, 4，村尾　孝児3, 4

1-B-21　糖尿病センターにおける生活指導の実態
医療法人近森会近森病院糖尿病センター
○伊与田　美香，岩井　千代美，公文　義雄

1-B-22　外来通院中の糖尿病患者における低血糖に対する備えの実態
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科1，内科外来2
○吉岡　かおり1，村上　則子2，江田　智子2，垣羽　寿昭1，永澤　篤司1，
　佐藤　利昭1

1-B-23　松江地区における低血糖指導の実態調査～アンケート結果～
松江赤十字病院　薬剤部1，松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科2
○足立　涼子1，佐藤　利昭2，柴田　智恵1，青山　平一1

1-B-24　双極性障害を有した独居高齢糖尿病患者の在宅生活を可能にした支援
愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター
○湯原　君枝

1-B-25　当センターにおけるホットラインの有用性
社会医療法人近森会　近森病院
○岩井　千代美，伊与田　美香，公文　義雄

1-B-26　外来糖尿病患者における残薬減少への取組み
さぬき市民病院
○十河　八重子，野口　悠高，六車　幸則，大山　知代，井上　利彦
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1-B-27　「八幡浜大洲糖尿病デバイスサポーター（YODS）」制度について
市立八幡浜総合病院　薬局1，市立八幡浜総合病院　内科2，市立八幡浜総合病院　看
護部3，市立大洲病院　内科4，市立大洲病院　薬剤室5，市立大洲病院　看護部6
○宮本　和典1，山下　真美1，酒井　武則2，吉川　るり子3，木戸　美江子3，岡崎　千鶴3，
　竹本　眞由美3，二宮　香津子3，谷口　嘉康4，西山　伸吾5，平井　さかえ6

1-B-28　透析室に対する相談によるスタッフの内的変化および機能改善のプロセス評価から得たもの
心臓病センター榊原病院　保健相談室
○吉沢　祐子

1-B-29　糖尿病とインスリン治療に嫌悪感をもつ患者への関わり
松江赤十字病院　９階西病棟1，松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科2，松江赤十字
病院　栄養課3
○松本　百希子1，稲田　美奈1，吾郷　真菜美1，千代　直尚1，障子　彩菜3，
　垣羽　寿昭2，永澤　篤司2，山本　公美2，佐藤　利昭2

1-B-30　糖尿病患者における血糖値およびHbA1c予測の有用性に関する検討
高知記念病院　看護部1，糖尿病内科2
○杉本　由里1，川上　由香里1，藤川　千春1，吉村　早百合1，藤田　美幸1，
　高橋　幸栄1，松野　華子1，久川　奈緒子2，池田　幸雄2

1-B-31　当院における糖尿病透析予防指導の実際と今後の課題
広島市立広島市民病院
○内藤　麻依子，水木　一仁，望月　久義
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1-C-01　SGLT2遺伝子に複合へテロ接合性変異を有すると耐糖能異常を伴う可能性がある
西条中央病院　小児科1，愛媛大学大学院医学系研究科　小児科学2，住友別子病院　
小児科3，四国こどもとおとなの医療センター臨床研究部　小児ゲノム医療研究室4，
四国こどもとおとなの医療センター　小児内分泌内科5
○濱田　淳平1，平井　洋生2，竹本　幸司3，森谷　眞紀4，横田　一郎4, 5，石井　榮一2

1-C-02　頭蓋咽頭腫術後ヒト成長ホルモン製剤投与中に発症した糖尿病性ケトーシスの1例
鳥取市立病院　内科1，同　総合診療科2，同　臨床研修室3
○檀原　尚典1, 2，伊藤　慶彦3，廣谷　茜1, 2，足立　誠司2，久代　昌彦1，谷水　將邦1，
　重政　千秋1, 2

1-C-03　空腹時血糖正常高値群における1,5-AG測定の意義
広島原爆障害対策協議会　健康管理・増進センター 1，Grand Tower Medical Court2
○門前　裕子1，吉良　さくらこ1，前田　亮1，藤原　佐枝子1，伊藤　千賀子2

1-C-04　異常Hb症 （Agenogi）を合併した2型糖尿病の一例
医療法人慈誠会山根病院　内科1，医療法人慈誠会山根病院三隅分院　内科2
○山根　雄幸1，津森　道弘2

1-C-05　一般住民における75g OGTTの血糖曲線下面積(AUC)は代謝関連指標と関連する
愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内科学1，愛媛大学大学院医学系研究科　地域
健康システム看護学2，愛媛大学医学部附属病院　検査部3，順天堂大学大学院医学研
究科　公衆衛生学4
○川村　良一1，斉藤　功2，高田　康徳1，佐野　まどか3，土居　美沙季1，源本　真由1，
　松下　由美1，能美　幸信1，吉永　佳代1，岡本　愛3，西宮　達也3，大沼　裕1，
　谷川　武4，大澤　春彦1

1-C-06　糖尿病腎症における微量アルブミン尿の推移と関連因子
高知高須病院　臨床検査科1，高知高須病院　糖尿病内科2
○井上　美和1，坂出　佳代1，川村　昌子1，北村　理恵1，片岡　友和1，水口　隆2，
　近森　一正2，末廣　正2

1-C-07　動脈硬化早期発見におけるLDL-C/HDL-C比(LH比)の有用性
心臓病センター榊原病院　臨床検査科1，心臓病センター榊原病院　糖尿病内科2
○黄江　泰晴1，槙本　富子1，玉木　俊治1，中川　小百合1，有高　進悟1，清水　一紀2

第１日目　10月30日（金）　Ｃ会場（2F　小ホール ） 

診断・検査1
9：30 ～ 10：19  座長：広島赤十字・原爆病院　内分泌・代謝内科　中西　修平

診断・検査2
10：19 ～ 11：01  座長：NTT西日本中国健康管理センタ　山根　公則

1-C-08　末梢血リンパ球数とインスリン抵抗性関連因子の関係
高知記念病院　糖尿病内科1，高知赤十字病院　健診部2，近森病院　糖尿病・内分泌
代謝内科3
○池田　幸雄1，久川　奈緒子1，西内　順子2，大黒　隆司2，公文　義雄3
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1-C-09　超音波検査による腹壁皮下脂肪厚および腹膜前脂肪厚の測定意義
国家公務員共済組合連合会 高松病院 検査科1，国家公務員共済組合連合会 高松病院 
臨床研究部2，国家公務員共済組合連合会 高松病院 人間ドックセンター 3，国家公務
員共済組合連合会 高松病院 糖尿病内分泌内科4
○長田　剛1，田邉　啓介1，寺田　尚代1，森　規子1，横内　美和子1，日高　ゆかり1，
　青木　洋二1，筧　隆子2，安田　貢3，村尾　敏4

1-C-10　測定原理の異なるワンタッチウルトラビューとワンタッチベリオビューの比較検討
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷リバーサイド病院　臨床検査室1，
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷リバーサイド病院　内科2
○中川　裕美1，中村　知代1，稲葉　美穂1，三宅　敏恵1，小林　敦子1，楠葉　藍子2，
　志伊　真和2

1-C-11　CGM iPRO2と人工膵臓STG-55との測定グルコース濃度の比較
徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 1，徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・
内分泌代謝内科学2，徳島大学藤井節郎記念医科学センター 3
○谷口　諭1，黒田　暁生1，田蒔　基行1，銀　花1，森本　加奈2，倉橋　清衛2，
　近藤　剛史2，吉田　守美子2，遠藤　逸朗2，福本　誠二3，粟飯原　賢一2，
　安倍　正博2，松久　宗英1

1-C-12　シックデイを契機に乳酸アシドーシスを呈して、ミトコンドリア糖尿病と診断された1例
岡山済生会総合病院内科糖尿病センター
○浦上　経子，菅原　亮佑，前田　英紀，松本　美帆，庄島　蘇音，武田　昌也，
　北村　卓也，渡辺　恭子，中塔　辰明

1-C-13　糖尿病患者における随時血清C―ペプチド値の臨床的意義―基礎的検討―
高松内科クリニック
○高松　和永

疫学
11：01 ～ 11：43  座長：グランドタワー メディカルコート　ライフケアクリニック　伊藤　千賀子

1-C-14　BMI正常者の耐糖能異常進展に関与する因子の検討
KKR髙松病院　糖尿病内分泌内科1，KKR髙松病院　人間ドックセンター 2，KKR髙
松病院　臨床研究部3
○村尾　敏1，安田　貢2，筧　隆子3

1-C-15　男女別にみた血清クレアチニン値が耐糖能異常発症に及ぼす影響の検討
愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学1，愛媛大学大学院　疫学・予防医学2，
瀬戸内海病院　内科3，松山市民病院　内科4，愛媛県立中央病院　糖尿病・内分泌内
科5，市立宇和島病院　糖尿病・内分泌内科6，愛媛県立新居浜病院　内科7，市立八
幡浜総合病院　内科8，済生会松山病院　内科9，市立大洲病院　内科10，済生会今治
病院　内科11，愛媛大学大学院　地域生活習慣病・内分泌学12
○三宅　映己1，藤堂　裕彦1，山本　晋1，古川　慎哉2，小堀　友恵3，新谷　哲司4，
　上田　晃久5，宮内　省蔵6，南　尚佳7，酒井　武則8，宮岡　弘明9，谷口　嘉康10，
　恩地　森一11，松浦　文三12，日浅　陽一12

1-C-16　耐糖能異常とがん死亡に関する検討―第2報:臓器別検討―
公益財団法人　広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 1，Grand Tower 
Medical Court2
○吉良　さくらこ1，門前　裕子1，前田　亮1，福島　徳子1，藤原　佐枝子1，
　伊藤　千賀子2
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1-C-17　週1回内服製剤についての意識調査
住友別子病院糖尿病センター 1，岡山大学大学院医歯学総合研究科 腎・免疫・内分
泌代謝内科学2
○中村　達1，塚本　啓子1, 2

1-C-18　週1回服用のDPP-4阻害薬（weekly DPP-4阻害薬）に対する意識調査
岡山済生会総合病院薬剤科1，岡山済生会総合病院糖尿病センターメディカルアシス
タント室2，岡山済生会総合病院糖尿病センター 3
○古謝　景子1，角南　陽子1，杉山　祝子2，中塔　辰明3

1-C-19　当院に通院する喫煙糖尿病患者の実態調査
一般財団法人　永頼会　松山市民病院　臨床研修科1，一般財団法人　永頼会　松山
市民病院　内科2
○岩野　祥子1，新谷　哲司2，三津田　容子2，神崎　さやか2，仙波　英徳2，
　加藤　ひとみ2，眞鍋　健一2，藤堂　裕彦2，古川　慎哉2

治療（インスリン）1
15：20 ～ 15：48  座長：坂出市立病院　糖尿病内科　大工原　裕之

治療（インスリン）2
15：48 ～ 16：16 座長：岡山大学病院　糖尿病センター　利根　淳仁

1-C-20　インスリンボール形成前後でのインスリン必要量の変化をCGMで評価し得た膵性糖尿病の1例
株式会社　マツダ病院　臨床研修センター 1，株式会社　マツダ病院　糖尿病内科2
○豊田　ゆかり1，辻　英之2，平岡　佐知子2

1-C-21　強化ｲﾝｽﾘﾝ療法におけるボーラスインスリンの比較(ボーラス試験第一報)
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院　内科1，特定医療法人社団啓卯会村上記念病
院　栄養管理室2
○山辺　瑞穂1，三玉　康幸1，廣澤　裕代1，川上　志帆2，前濱　梨絵2，木下　麻依2

1-C-22　混合型インスリン2回注射+DPP-4阻害薬併用療法の有用性
坂出市立病院　糖尿病内科1，坂出市立病院　薬剤部2
○村岡　都美江1，大工原　裕之1，前田　智世2

1-C-23　多量のインスリン投与でもコントロール不良な2型糖尿病へのビクトーザ併用の効果
社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院　糖尿病センター
○岡　美江，恵理　恵理，清水　一紀，福田　哲也，岡﨑　悟

1-C-24　1型糖尿病合併妊娠患者におけるSensor Augmented Pump（SAP）の使用経験
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　内分泌代謝・リウマチ
内科1，公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　糖尿病内科2
○天野　綾1，岡本　健太郎1，川島　彰透1，岡崎　恭子1，村部　浩之1，横田　敏彦1，
　松岡　孝2

1-C-25　当院におけるインスリンデグルデクへの変更による有効性の検討
市立大洲病院　薬剤室1，市立大洲病院　看護部2，市立大洲病院　内科3
○井手　明日香1，西山　伸吾1，尾上　夏恵1，土居　泰典2，井上　和江2，
　平井　サカエ2，土居　裕和3，今峰　聡3，中西　公王3，谷口　嘉康3
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1-C-26　iPadアプリを用いた、インスリン治療法の差異がQOLに与える影響の可視化
厚生連廣島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病センター
○木ノ原　周平，江草　玄太郎，石田　和史

1-C-27　筋萎縮性側索硬化症に糖尿病を合併した患者に対してNSTの介入が効果的だった一例
医療法人慈誠会山根病院　看護部1，医療法人慈誠会山根病院　栄養科2，医療法人慈
誠会山根病院　薬剤科3，医療法人慈誠会山根病院　内科4
○和田　哲也1，山根　晴香1，宮内　章1，上野　和子2，岸水　理恵子3，時村　初美1，
　中谷　豊子1，山根　雄幸4



─ 39 ─

1-D-01　Euthyroid Graves’ disease,重症筋無力症を合併した緩徐進行1型糖尿病の一例
広島大学病院　内分泌・糖尿病内科
○赤木　晴菜，黒田　麻実，久保田　益亘，大久保　博史，前田　修作，
　大野　晴也，沖　健司，米田　真康

1-D-02　SAP導入により基礎インスリン補充が適正化され、血糖コントロールの改善に寄与した2症例
岡山大学病院　糖尿病センター 1，岡山大学病院　新医療研究開発センター 2，岡山
大学大学院医歯薬学総合診療科　腎・免疫・内分泌代謝内科学3
○利根　淳仁1，四方　賢一1, 2，和田　淳3

1-D-03　ソフトドリンクケトーシスで発症した緩徐進行1型糖尿病の1例
広島赤十字・原爆病院　内分泌・代謝内科
○濱岡　彩，岸本　瑠衣，宮原　弥恵，中西　修平

1-D-04　膵島関連自己抗体陽性糖尿病の兄弟発症例
岡山赤十字病院　総合内科1，岡山赤十字病院　糖尿病・内分泌内科2
○渡邉　謙太郎1，重松　照伸1，宮下　雄博1，岡崎　守宏1，岡田　震一2，早川　信彦2

1-D-05　1型糖尿病に膵癌を併発した症例の自験および国内報告例の分析
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　糖尿病内科1，公益財団
法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷リバーサイド病院　内科2
○和田　美輝1，高橋　健二1，竹廣　裕子1，合田　悟1，木村　友香1，志伊　真和2，
　藤原　大介1，武川　郷1，鈴木　貴博1，松岡　孝1

1-D-06　1型糖尿病患者におけるSensor Augmented Pump（SAP）導入の治療効果の検討
心臓病センター榊原病院　糖尿病センター
○石川　惠理，岡　美江，清水　一紀，福田　哲也，岡﨑　悟

第１日目　10月30日（金）　Ｄ会場（6F　第7会議室 ） 

1型糖尿病1
9：30 ～ 10：12  座長：日本鋼管福山病院　内科　箱田　知美

小児糖尿病
10：12 ～ 10：40  座長：鳥取大学　医学部　保健学科　花木　啓一

1-D-07　サマーキャンプ参加児童の災害時の情報伝達力について
社会医療法人仁生会　細木病院 小児科1，高知大学医学部附属病院 小児思春期医学2，
もみのき病院小児科3，高知県立大学大学院 看護学研究科4，高知県1型糖尿病患者会 
ゆずずの会5
○新井　淳一1，荒木　まり子2，中山　将司3，西本　由佳2，山崎　麻朱4，横田　太郎5

1-D-08　小児糖尿病キャンプにおける災害対応マニュアルの開発
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻1，愛媛大学2，愛媛県立今治病院3，いとう
小児科4，西条中央病院5，愛媛大学大学院医学系研究科小児医学6
○遠藤　洋次1，薬師神　裕子1，井上　寛子1，中村　慶子2，山本　真吾3，伊藤　卓夫4，
　濱田　淳平5，平井　洋生6，石井　榮一6
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1-D-09　1型糖尿病患児の口腔状況について
広島大学病院小児歯科1，広島大学大学院医歯薬保健学研究科小児歯科学2，国立病院
機構呉医療センター小児科3，県立広島病院小児科4
○太刀掛　銘子1，光畑　智恵子2，達川　伸行1，新里　法子2，宮河　真一郎3，
　神野　和彦4，香西　克之2

1-D-10　発達障がい・愛着障がいを伴った小児における糖尿病サマーキャンプへの継続参加による効果
鳥取大学医学部　周産期・小児医学1，鳥取市立病院 小児科2，鳥取県立中央病院　
糖尿病・内分泌・代謝内科3，島根大学医学部附属病院　内分泌代謝内科4，くらはし
内科クリニック5，鳥取県立中央病院6
○藤本　正伸1，長石　純一2，村尾　和良3，楢崎　晃史3，守田　美和4，倉橋　明男5，
　武田　倬6，神崎　晋1

1型糖尿病2
15：20 ～ 16：02 座長：松山赤十字病院　近藤　しおり

1-D-11　1型糖尿病の血糖コントロールにCGMを利用した症例
山口県立総合医療センター
○德永　良洋，末廣　泰子，德永　舞子，富永　貴元，井上　康

1-D-12　血液透析導入とほぼ同時に発症した、劇症1型糖尿病と考えられる1例
日本鋼管福山病院　内科1，日本鋼管福山病院　看護部2，日本鋼管福山病院　栄養管
理科3
○箱田　知美1，和田　健太朗1，岡崎　眞由美2，榎本　栄子3

1-D-13　Sensor Augmented Pump（SAP）療法が有効であった高齢1型糖尿病の1例
寺沢病院1，徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 2，徳島大学大学院 医歯薬学研
究部 血液・内分泌代謝内科学3，徳島大学疾患酵素学研究センター 4，徳島市民病院5，
徳島大学大学院 医歯薬学研究部循環器内科学6，藤井節郎記念医科学センター 7
○鶴尾　美穂1，黒田　暁生2，近藤　剛史3，湯浅　智之4，木内　美瑞穂5，
　松本　直也1，坂東　左知子6，松本　俊夫7，安倍　正博3，松久　宗英2，寺澤　敏秀1

1-D-14　2型糖尿病として治療されてきた抗GAD抗体陽性糖尿病の症例の検討
済生会今治病院1，愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学2
○山口　朋孝1，恩地　森一1，川崎　敬太郎1，三宅　映己2

1-D-15　ケトアシドーシスで救急受診した後期高齢1型糖尿病の1例
三原市医師会病院　内科1，広島大学大学院分子内科学　内分泌・糖尿病内科2
○児玉　尭也1，奥崎　健1，米田　真康2，川崎　広平1，中西　雄1，山本　尚子1，
大崎　慶子1

1-D-16　2型糖尿病経過中に劇症1型糖尿病を発症した1症例
県立広島病院　糖尿病・内分泌内科
○峠之内　壽恵，新谷　眞紀，久保　敬二
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1-D-17　当院における妊娠中の糖代謝異常の臨床像の検討
香川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科1，香川県立中央病院　産婦人科2
○紙谷　史夏1，吉田　淳1，吉川　理津子1，中村　圭吾1，米澤　優2

1-D-18　妊娠成立と同時に急性発症1型糖尿病発症を経験した2症例
福山市民病院　内科
○濱本　博美，黒瀬　祐子，藪下　和久

1-D-19　1型糖尿病合併妊娠の2症例における基礎・追加インスリン投与量に関する検討
独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター
○梶谷　展生，須藤　梨沙，渡邉　聡子，岡田　早未，太田　徹，寺見　隆宏，
　伊勢田　泉，肥田　和之

1-D-20　CSIIとインスリン静注療法の併用が著効した1型糖尿病合併妊娠の1例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　糖尿病代謝内科1，岡山大学病院 糖尿
病センター 2
○太田　徹1，梶谷　展生1，須藤　梨沙1，渡邉　聡子1，岡田　早未1，寺見　隆宏1，
　伊勢田　泉1，肥田　和之1，利根　淳仁2

1-D-21　妊娠糖尿病におけるインスリン治療の有無に関する検討
高知大学医学部　卒後臨床研修センター 1，高知大学医学部　内分泌代謝・腎臓内科
学2，高知大学医学部　産科婦人科学3
○高橋　一平1，高田　浩史2，天野　絵梨2，船越　生吾2，平野　世紀2，池上　信夫3，
　藤本　新平2

妊娠
16：02 ～ 16：37 座長：南国いのうえクリニック　井上　眞理




